12 月
宝塚市 第６ブロック子ども館協議会 宝塚市立子ども館 開館時間 10：00～17：00（12：00～13：00 は閉館）
休館日・日祝日 年末年始（午前 9 時の時点で宝塚市に気象警報発令時は、終日休館）
～子ども館は宝塚市在住の０歳～１８歳とその保護者が自由に利用できる施設です～
子ども館ブログ＊http://kodomokan.blog.so-net.ne.jp

12 月 17 日（土）18 日（日）
フレミラ宝塚にて「ミニたからづか」開催！
宝塚在住の小学 2 年生～18 歳未満
定員 400 名
12 月 3 日(土)より各地域児童館・子ども館
にて事前申し込みが開始されます。詳しくは
学校で配布のチラシをご覧ください。

年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日
のあいだは休館いたします
利用者のみなさま、
今年もお世話になりました。
よいお年をお迎えください。
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☆各館のプログラムの申込み（予約）は
１2／1（木）１０：００～です。
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キャンセル待ちの方がいらっしゃるのでキャンセル
される場合は必ずご連絡をお願いいたします
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子ども館はおやすみです
良いお年を…
1 月 4 日（水）から開館いたします

やまもとやまて こどもかん
〒665-0887 宝塚市山手台東 1-4-1

TEL・FAX

0797-89-3322

下記のプログラムの申込み（予約）は 12／1（木）１０：００～です。受付またはお電話で！！
キャンセル待ちの方がいらっしゃるのでキャンセルされる場合は必ずご連絡をお願いいたします

元気に楽しく運動あそび！

う・さ・ぴょん！

12 月 6 日（火）１０：3０～１1：3０
親子でいっしょに
体を動かして遊びましょう
☆定員：１歳以上の未就園児の親子 １０組
☆持ち物：お茶・タオル

12 月 9 日（金）１０：3０～１1：3０
かんたんなクリスマス工作と
１歳児ママのおしゃべりタイム♪
クリスマスパーティをしましょう
☆定員：１歳児の親子 １０組
☆持ち物：なし
※11 月 28 日(月)から受付開始します！

※11 月 28 日(月)から受付開始します！

ちょきぺた・だいすき！

にっこり赤ちゃん

離乳食 de パーティ！！

12 月 12 日（月）１0：3０～１1：３０
クリスマスリースを作って
クリスマスパーティをしましょう♪
☆定員：２歳以上の未就園児の親子１０組
☆持ち物：なし

１２月 1３日（火）10：30～11：45
離乳食を持ち寄ってパーティをしましょう♪
栄養士の先生による栄養相談あり。
☆定員：０歳児の親子 １０組
（１歳のお誕生月まで）
☆持ち物：お家で作った離乳食１食分
エプロン・スプーン・フォーク・お茶
ミルク等赤ちゃんの食事に必要なもの

カレンダー作り （ママが先生）
12 月 16 日（金）１０：３０～１１：３０
毎月お子さんの写真を使ってカレンダーを
作ります。素敵な成長の記録にしましょう
2017 年のカレンダー作りがはじまります
☆定員：未就園児の親子 １０組
☆持ち物：写真 1 枚

おたんじょう会&読み聞かせ
12 月 20 日（火）１０：３０～１1：15
12 月生まれのお友達のおたんじょう会
をします！朗読の会「ほのぼの」さんによる
絵本の読み聞かせもあります。
☆定員：12 月生まれの未就園児の親子 １０組
☆持ち物：撮影したい方はカメラ
１月の予告

ジュニア☆クッキング
１２月 22 日（木）14：00～16：00
クリスマスのお菓子を作りましょう
☆定員：小学生１０名
☆持ち物：エプロン・三角巾・タッパー
お手ふき・お茶
☆参加費：１００円
☆今月の自由工作
かわいい「クリスマスツリー」を作ろう♪
☆卓球ができる日 12/2・5・6・9・10・12・13・16・
17・19・20・24・26・27

みんなでおもちを食べよう！
１月 7 日（土）14：00～16：00
つきたてのおもちを七草雑煮にして食べましょう
きなこやおしょうゆをつけてもおいしいよ～
☆定員：未就園児の親子 １０組 小学生１０名
☆持ち物：エプロン・三角巾・おはし・タッパー・
お手ふき・お茶
☆参加費：一人につき１００円
※１２月１９日(月)から受付開始します！
12 月 28 日(水)午後からおおそうじをします！！
オモチャやお部屋をきれいにして新年を迎えましょう♪

育児相談

将棋倶楽部

１２月５日(月)１１：００～１２：００
「子育てサポートひかり」から臨床心理士の方が来館

１２月３日（土） １０：３０～１１：３０
１２月１０日（土） １３：３０～１４：３０
対象：小学生以上要予約

されます。お気軽にご相談ください。

地域の将棋 指導員 の先生と初心者 から経験者 まで

対象：どなたでも予約不要個別相談は要予約
+
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楽しく対局しましょう！将棋を覚えると楽しいよ！

はぴはぴ！おはなし館
１２月１２日(月)１１：２０～１１：５0
対象：どなたでも予約不要

ティーンの隠 れ家

★クリスマスパーティー★

「クリスマスのおくりもの」のおはなしや、冬のお話をし

１２月２２日(木)１：３0～４：３０（材料がなくなるま

ます。お楽しみに！

で）対象：中高生限定予約不要
ホットプレートでホットケーキを作って、

「みみ」からの
えいごとよみきかせ

高く積み上げて、ツリーにしてたべよう！
今年最後の打ち上げパーティーに遊びに来てね！

１２月１３日(火)１１：２0～１１：５０

しめ縄づくり

対象：どなたでも予約不要
地域のボランティアの方と絵本の読み聞かせや英語
の手遊びなどを楽しみましょう。

１２月２７日(火)１：３０～２：３０ 2：00～３：００(各
10 名)要予約対象：しめ縄を作りたい気持ちの
子（未就学児は親子参加）
新しい年を迎えるのにぴったりのしめ縄をつくります。

クリスマス会

持ち物：汚れてもいい格好

人数把握のため要予約対象：未就学児と保護者
１２月２２日(木)１０：３0～１１：１５

子ども館を大掃除

楽しいお話や音楽、手品など先生たちが全力で盛り

１２月２８日（水）４：１５～４：５０

上げます！毎年大好評のひばり子ども館のクリスマス

対象：どなたでも予約不要 おもちゃは早めに片付

会は中毒者続出！

けて、いつも遊んでいる子ども館を大掃除しよう！が

あたなも、伝説の

んばった子には、ごほうびがあるかも・・・!持ち物：汚

目撃者になりませんか？

れてもいい格好

「ぐー!ちょき!ぱー!ひろば」４：００～
ウノ、すごろくなどボードゲームを楽しもう

「昔あそびクラブ」３：００～
けん玉・こま・お手玉など練習しよう！

「ハッピータイム」１１：４５～
手遊び、工作、体操…何をするかお楽しみ！

2.4

「食の何でも相談」１１：００～
離乳食・幼児食のことを栄養士さんに相談

1.3.5「赤ちゃんタイム」１１：４５～

ふれあい遊びや読み聞かせなど

なかやまだい こどもかん
〒665-08７7

宝塚市中山桜台２－２－５

TEL・FAX 0797-89-2150

だっこちゃん集まれ！

小学生 time♪

12 月 14 日（水）11：00～11：30
0 歳から１歳のお友だち集まれ！
絵本の読み聞かせや手遊びなど。
身長や体重も測れます。

みんなで楽しく工作しよう！
今月は「ふわふわスノーマン」を
作るよ！
12 月 22 日（木）14：00～16：00
12/1（木）から予約受付け
先着 5 名 参加費 30 円

かわいいだっこちゃんカードもあるよ！

12/1(木)から予約受付け。
先着５組。

親子でやってみよう！「クリスマスおはなし会」
クリスマスのおはなしをきいたり、おうたをうたいましょう♪
みんなでマラカスをシャカシャカしよう♪♪
12 月 20 日（火）11：00～11：30 中山台会館 300 号室
未就園児と保護者の方対象
12/1（木）から予約受付 先着 7 組

＊＊1 月のお知らせ＊＊

親子でやってみよう！「節分工作」
1 月 26 日（木）11：00～11：30
先着 5 組
予約受付は 1/4 から

第 11 回ミニたからづか市民募集のお知らせ

ゲームであそぼう！
12 月 26 日（月）16：00～16：30
みんなでボードゲームやトランプなどを
して遊ぼう♪お友だちをさそってきてね。
小学生以上対象です。
予約なしで自由に参加できます。

＊＊つくる・つなげる・つかむ夢＊＊

「ミニたからづか」は中高生と小学生たちがつくる、子どものまちだよ！！
平成 28 年 12 月 17 日（土）10：30～16：00・18 日（日）10：30～15：00
フレミラ宝塚にて。小学 2 年生～18 歳未満（宝塚市在住）

定員 400 名

事前申し込み：12 月 3 日から各地域児童館・子ども館にて受付がはじまります。

